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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日本銀行の金融緩和による景気回復への期

待感から、株式市場の活況や円安が進行し、輸出関連企業を中心に景況は持ち直しに向かっております。海外にお

いては、全体として弱い回復が続いており、米国では回復傾向がみられるものの、欧州では厳しい状況が続いてい

るほか、アジア地域においては、景気の拡大テンポに鈍化傾向がみられました。 

このような環境のもと、当社グループは営業面においては代理店営業の強化に一層注力するとともに、生産拠点

のさらなる見直しを行うなど、業務の効率化を推進し各製品の採算性の向上に努めてまいりました。 

その結果、売上高は1,945百万円（前年同期比23.9％減少）、営業利益は36百万円（前年同期比33.6%減少）とな

ったものの、経常利益は、為替の影響により116百万円（前年同期比260.7%増加）となり、四半期純利益は70百万円

（前年同期は5百万円の四半期純利益）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 （事務機器） 

 当部門は、複写機周辺機器の受注が減少したこと等により、売上高は 百万円（前年同期比 ％減少）

となり、営業利益は 百万円（前年同期比 ％減少）となりました。 

 （光学電子情報機器） 

 当部門は、監視カメラの受注が減少したこと等により、売上高は 百万円（前年同期比 ％減少）とな

り、営業利益は 百万円（前年同期比 ％減少）となりました。 

 （電装機材） 

 当部門は、基板実装の受注が減少したこと等により、売上高は 百万円（前年同期比 ％減少）となり、

営業利益は 百万円（前年同期は営業損失 百万円）となりました。 

 （不動産賃貸） 

 当部門は、旧本社用地に建設した商業施設の賃貸により、売上高は 百万円（前年同期比 ％減少）とな

り、営業利益は 百万円（前年同期比 ％増加）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

（資産）  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ6.2％減少し、 百万円となりました。これは主として受取手形及び売

掛金が減少したためです。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ5.4％増加し、 百万円となりました。これは主として投資有価証券が

増加したためです。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて2.5％減少し、 百万円となりました。 

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ15.1％減少し、 百万円となりました。これは主として支払手形及び

買掛金が減少したためです。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ0.9％増加し、 百万円となりました。これは主として繰延税金負債が増

加したためです。 

 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて11.1％減少し、 百万円となりました。 

（純資産）  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.6％増加し、 百万円となりました。なお、自己資本比率は、前

連結会計年度末の58.2％から61.9％になりました。  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の連結業績予想につきましては、現時点では平成25年５月15日に公表いたしました計画から変更

はありません。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。  

   

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．当四半期決算に関する定性的情報

723 30.7

5 83.0

613 28.5

94 6.0

557 7.3

11 12

50 0.3

46 0.2

5,917

3,114

9,032

2,459

973

3,432

5,599

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



該当事項はありません。 

        

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

  



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,064 1,889

受取手形及び売掛金 2,161 1,980

商品及び製品 403 472

仕掛品 294 256

原材料及び貯蔵品 1,131 1,170

繰延税金資産 117 82

その他 140 70

貸倒引当金 △5 △5

流動資産合計 6,308 5,917

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 787 774

機械装置及び運搬具（純額） 113 154

土地 863 863

その他（純額） 213 166

有形固定資産合計 1,978 1,960

無形固定資産 81 82

投資その他の資産   

投資有価証券 800 978

長期貸付金 3 3

繰延税金資産 28 23

その他 78 81

貸倒引当金 △14 △14

投資その他の資産合計 895 1,072

固定資産合計 2,955 3,114

資産合計 9,264 9,032

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,531 1,242

短期借入金 760 760

1年内返済予定の長期借入金 100 100

未払法人税等 66 32

未払費用 150 82

賞与引当金 49 35

その他 236 206

流動負債合計 2,894 2,459

固定負債   

長期借入金 350 325



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

長期預り保証金 215 210

繰延税金負債 123 180

退職給付引当金 218 201

役員退職慰労引当金 6 6

その他 50 48

固定負債合計 964 973

負債合計 3,859 3,432

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,609 1,609

資本剰余金 1,865 1,865

利益剰余金 1,954 2,024

自己株式 △231 △231

株主資本合計 5,198 5,267

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 252 355

為替換算調整勘定 △57 △31

その他の包括利益累計額合計 195 324

少数株主持分 11 7

純資産合計 5,405 5,599

負債純資産合計 9,264 9,032



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,555 1,945

売上原価 2,207 1,635

売上総利益 348 310

販売費及び一般管理費 292 273

営業利益 55 36

営業外収益   

受取配当金 4 4

為替差益 － 84

受取保険料 3 －

その他 6 2

営業外収益合計 13 91

営業外費用   

支払利息 8 5

為替差損 25 －

その他 2 5

営業外費用合計 36 11

経常利益 32 116

特別利益   

補助金収入 0 －

固定資産売却益 － 1

特別利益合計 0 1

特別損失   

事業構造改善費用 23 －

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 23 0

税金等調整前四半期純利益 8 117

法人税等 8 52

少数株主損益調整前四半期純利益 0 65

少数株主損失（△） △4 △4

四半期純利益 5 70



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 0 65

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △34 103

為替換算調整勘定 △15 26

その他の包括利益合計 △50 129

四半期包括利益 △50 194

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △44 199

少数株主に係る四半期包括利益 △5 △4



該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

百万円であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額 百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用 百万円でありま

す。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

事務機器 
光学電子
情報機器 

電装機材 不動産賃貸 計

売上高    

外部顧客への売上高  1,044  858  601  51  2,555  －  2,555

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  1,044  858  601  51  2,555  －  2,555

セグメント利益又は損失（△）  35  100  △12  46  169  △113  55

△113 △113

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

事務機器 
光学電子
情報機器 

電装機材 不動産賃貸 計

売上高    

外部顧客への売上高  723  613  557  50  1,945  －  1,945

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  723  613  557  50  1,945  －  1,945

セグメント利益  5  94  11  46  158  △121  36

△121 △121

（重要な後発事象）
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